ラグビー愛好日記: 行く人来る人2010

ラグビー愛好日記

のラグビー解説でお馴染み
のラグビージャーナリスト村上晃一
が、テレビや雑誌では表現できなかっ
たことを、日記風に綴ります。
J SPORTS
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大畑選手からの伝言を持って | トップページ | 選抜開幕 »
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April 01, 2010

行く人来る人2010
村上晃一 プロフィール
スケジュール

ラグビークリニック
4月24日発売号の特集は「今のうちに
フィットネス。」
雑誌「ラグビーマガジン」（ベースボー
ルマガジン社）
4月24日発売号は、日本代表特集。別
冊付録「ジャパン応援ブック」付き。僕
は菊谷キャプテンのインタビューなど
しています。
テレビ （J SPORTS）
解説者として随時出演。
>>J SPORTSラグビー放送予定
村上関連出版物

村上晃一・著: ラグビー愛好日記トー
クライブ集（ベースボール・マガジン
社）
清宮克幸・著／村上晃一・編集協力:
ぐんぐんうまくなる!ラグビー（ベースボ
ール・マガジン社）
村上晃一・監修: DVD「2002/2003 早
稲田大学ラグビー部優勝への軌跡」
（J SPORTS）
村上晃一・監修: DVD「ラグビーワール
ドカップ2003プレミアBOX」（J SPORTS）
記虎敏和・著／村上晃一・編集: 「常
勝の理由 紅蓮たれ」（ベースボール・
マガジン社刊）

火曜日の夜は、第11回近畿高等学校少人数・15人制ラグビー
交流大会に参加していた約130名の高校生達の前で話す機会
を得た。あんなにたくさんの高校生の前で話すのは、教育実習
以来のような気がした。熱心に耳を傾けてくれた選手が多く、
あっという間に1時間が過ぎた。大畑選手からの伝言「少人数
のほうが個人は強くなれる。代表になりたいと思わなければな
れない。2016年のオリンピック、2019年のワールドカップにチャ
レンジしよう。それを目標にしないかぎり絶対にたどり着けない
から」などなど、熱い思いを伝え、トッププレーヤーがいかに自
分で考え努力してきたかを話させてもらった。
どれくらい響いたかは未知数だけど、この中からトップリーガー
や日本代表が生まれてくれるといいなぁ。講習会のあとは、近
畿の先生方と食事し、いろいろ話すことができた。みなさん、熱
い。こういう先生方のパワーで日本ラグビーは支えられている
んだと再認識した。
4月1日からは、アジア五カ国対抗に向けた日本代表の宮崎合
宿が始まる。水曜日、すでに発表されている代表選手に加え、
帯同する「日本代表育成選手」が発表になった。
PR藤田望（ホンダヒート）、PR新田浩一（東海大学）、LO中田英
里（早稲田大学）、CTBパエア・ミフィポセチ（埼玉工業大学）、
WTB宇薄岳央（東芝ブレイブルーパス）
ここ数日、トップリーグ各チームから退部、新加入選手が次々
に発表になっているヤマハ発動機ジュビロは、2009年度退団
選手と新体制を同時に発表。

http://koichi-murakami.cocolog-nifty.com/loverugby/2010/04/2010-a8e0.html
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村上晃一・著: 「空飛ぶウイング」（洋
泉社）
小林深緑郎・著／村上晃一・編集:
「世界ラグビー基礎知識」（ベースボー
ル・マガジン社）
林敏之・著／村上晃一・編集: 「楕円
球の詩」（ベースボール・マガジン社）
石塚武生・著／村上晃一・編集: 「炎
のタックルマン」（ベースボール・マガ
ジン社）
森本優子・くじらいいく子共著／村上
晃一・編集: 「ラグビーに乾杯!」（ベー
スボール・マガジン社）
ラグビーリンク集
J SPORTS - RUGBY

ジャパンラグビーネットワーク
チケットぴあ／ラグビー
向山昌利選手
四宮洋平選手
女子ラグビー連盟公式ＨＰ
尾崎貴浩のラグビー系日記
川合レオのコーチ奮闘記/ウェブリブ
ログ
日本ラグビーフットボール協会
日本ラグビーフットボール協会メンバ
ーズクラブ
日本代表GM太田治「共に戦え。」公式
ブログ
株式会社セプター（村上コラム）
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◇退団選手＝朴誠球、高木貴裕、ローリー・ダンカン、石神勝、
ルーベン・ソーン、小林訓也、佐藤貴志、岡健二、グラント・マッ
コイド、中島拓也、松下馨、ワイサキ・ソトゥトゥ、2009年度監督
のケビン・シューラー氏も退任。
◇入団選手＝長野正和（PR、流通経済大）、伊東晋吾（WTB、
愛知学院大）、屋宜ベンジャミン・レイ（FB、通経済大）
松下馨はトヨタ自動車、佐藤貴志は神戸製鋼への移籍が明ら
かになっており、中島拓也は、東海大学に入学することになっ
た。
新体制では、堀川隆延氏が2年ぶりに監督復帰。アシスタントコ
ーチ久保晃一、スクラムコーチ中越将通、プレイングアドバイザ
ー大田尾竜彦、チーム主将・串田義和、副将・五郎丸歩、FWリ
ーダー加藤圭太、BKリーダー中垣裕介がそれぞれ新しい役職
についている。
トヨタ自動車ヴェルブリッツ退団選手は以下の通り。
◇退団選手＝山本正人、中野真二、阿部亮太、井上昌宏、小
野喜一、ダニエル・ケート
◇退任スタッフ＝監督・石井龍司、FWコーチ・上田真一、BKー
チ・大籔正光
近鉄ライナーズの退部スタッフ・選手は次の通り。
◇退団選手＝石田大起、塩見圭大、重枝孝二、山本健太、赤
井大介、四宮洋平、角濱嘉彦、レオン・マクドナルド
◇入団選手＝坂井佳史（PR、中央大）、樫本敦（HO、摂南大）、
村下雅章（LO・NO8、関東学院大）、浦田太陽（FL・NO8、同志
社大学）、レプハ・ラトゥイラ（NO8、大東文化大学）、森田尚希
（CTB、同志社大）、田辺篤（PR、帝京大）、マリー・スコールズ
（PR・HO、カモ高校）、アイデン･クラーク（SO、ワイロア高校）
重枝、山本、赤井、四宮、角濱の各選手は現役続行希望とのこ
と。
お知らせ◎
らせ◎都心にラグビースクール開校！ 東京の真ん中で
ラグビーを始めませんか？ というわけで、秩父宮ラグビー場
にほど近い港区立青山小学校に「みなとラグビースクール
（MRS）」が開校する（開校日＝4月18日）。最新で安全な設備を
整えた人工芝グラウンドでの活動だ。原則として第一日曜日以
外の毎日曜日（10:00～12:00）、第一日曜日は「青山タグラグ
ビー教室」を実施。現在、スクール生を募集中。入会金1,000
円、年会費12,000円。ホームページで、入会方法はご確認を。
http://www.mrs.jpn.com
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トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolognifty.com/t/trackback/86642/47963075

この記事へのトラックバック一覧です: 行く人来る人2010:
» 佐藤貴志、村田亙を継ぐ者 [イチロー的こころから]
ヤマハラグビー部から新体制の発表と入退団選手の発表があ
った。恐れていたほどの大量退団ではないと思いながら、予想
されていた佐藤貴志選手の移籍（神戸製鋼）を知った。佐藤貴
志、スクラムハーフ。幸運なことにヤマハラグビー部の取材の2
年目に入団した彼をずっと近くで見... 続きを読む
受信: Apr 1, 2010 4:33:02 PM

石神勝の天下布武 [イチロー的こころから]
ラグビーの試合の結果うんぬんと話すのも楽しいものながら、
選手が身内ならばと考えたことがあるでしょうか？2007－2008
のトップリーグ第10節、ヤマハはロックの石神選手の故郷、岐
阜県長良川にて三菱との戦いに臨んだ。「やあ」、「おとうさ
ん」、「やあ」、「おかあさん」... 続きを読む
»

受信: Apr 2, 2010 10:01:38 AM

奥様はまたお出かけ [中年サラリーマンお父さんの日記か
ら]
昨日も書きましたが、本日は長女のヤマハの発表会のため奥
様はまたまたお出かけです。当然長女も一緒で、珍しく次女も
付いて行くと言って出て行きました。長男は学校の校庭に遊び
に行ったので、本当に久しぶりに一人でのんびり出来るー！と
思ったのもつかのま、息子は帰ってきました。何か、校庭に誰も
いなかったので一人でサッカーボールを蹴っていたそうな。最
近の子は本当に体動かして遊びませんね。うちの息子は体動
かすのが好...... 続きを読む
»

受信: Apr 25, 2010 4:17:33 PM

コメント
突然すみませんが、トロイフラベル選手についてぜひ伺いたい
のですが。彼は今、NZに帰国し、日本でのプレーを希望してい
ますが、契約するチームがないようです。トヨタ時代からのラフ
http://koichi-murakami.cocolog-nifty.com/loverugby/2010/04/2010-a8e0.html
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プレーや、スタンドプレー、感情に左右される抑揚によって評判
が悪いようですが、一部では、世界のあのレベルでは当然のプ
レー、とも言われています。実際はどうなのでしょうか？是非、
村上さんのコメントを聞きたく思います。宜しくお願いします
投稿者: 小野寺富保 (Apr 3, 2010 12:00:43 AM)

トップリーグのチーム間での移籍がけっこういるようですが、移
籍証明をすべての移籍選手がうけとっているのか、このブログ
を含め報道されていません。報道されないのは、全てのケース
で移籍証明が発行されていて、報道の必要がないのかそれと
も、チームが公表しないからなのでしょうか？昨シーズンの例
だと、トヨタ自動車から神戸製鋼に移籍した正面選手が移籍証
明が出なかったため、昨シーズン公式試合に出場できません
でした。また過去東芝が三洋電機に移籍した選手に移籍証明
を出さなかった例があります。今シーズンはどうなっているか、
きになります。
投稿者: 厚木ORF (Apr 1, 2010 3:51:13 PM)

角浜選手が近鉄退団に少し驚き！家が近くで上京中ー東山高
ー関東学院と注目してた、移籍希望との事なので超大型ＢＫと
して再度豪快な走りに期待。新加入の村上選手にもおおいに
期待です、こちらも近所なので（笑）先発デビュー待つてます。
近所ねたでした。
投稿者: 出町の大川 (Apr 1, 2010 2:27:21 PM)

ソーンやマクドナルドはもう帰っちゃうのでしょうか
投稿者: ナベゾ (Apr 1, 2010 5:31:11 AM)
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